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INFORMATION

電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-29）第45897号

三芳町上富1552

☎（049）258-0470（代）　FAX（049）258-9828

快適空間の創造　　エアコンのことなら！ 三芳町にお住いの方へ 広告

お迎えから火葬まで、消費税も含めて

費用が安くても、安心できる葬儀には理由があります

追加費用一切なし

24時間
365日

ふじみ野市大井中央4-9-12

厚労省認定 葬祭ディレクター１級所持

安置施設を所有（安置の追加費用不要）

安心のしののめの里のご葬儀安心のしののめの里のご葬儀

詳しくは

お気軽にお問い合わせください

三芳町北永井394-2

建築物･貯水槽清掃業登録

☎049-257-2658

㈱アゼル

で埼玉アゼル 検　索

入間東部地区資料館クイズ＆
スタンプラリーの記念品変更

二市一町の 7つの資料館等で実施して
いるクイズ＆スタンプラリーの記念品
が、ゆるキャラをあしらったデザインに
変わります。この機会に各館を回って記
念品の獲得をめざしください。
※記念品は無くなり次第終了。
▶�場所：（三芳町）歴史民俗資料館・旧
島田家住宅、（ふじみ野市）上福岡歴
史民俗資料館・大井郷土資料館・福岡
河岸記念館、（富士見市）水子貝塚資
料館・難波田城資料館

▶�主催：入間東部地区文化財保護連絡協
議会

問�文化財保護課文化財保護担当
　☎ 258-6655

 ・歯周疾患予防検診（一般成人向け）
▶�実施期間：2019年 4月 1日～ 2020
年 3月 31日※定員に達し次第終了。
▶対象：20歳以上の男女�▶定員：130人
▶�申込み：健康増進課へ事前に、はがき・
メール・FAX（住所・氏名（フリガナ）・
生年月日・性別・電話番号を明記）で
申し込み、診査票が届いたら、実施医
療機関に予約後受診。
※同一年度内に 1回のみ。歯科治療中、
総入れ歯の人は対象外です。

▶ 実施期間：受診票交付から出産日まで
▶ 対象：町内在住で母子健康手帳の交付
を受けた妊婦。※検診日に町外に転出
している人は対象外。
▶�申込み：母子健康手帳交付時に診査票
をもらい、実施医療機関に予約後受診。

▶�内容：歯科検診・歯周病検査・ブラッ
シング指導（希望者のみ）
▶料金：各 500円（生活保護世帯は無料）
▶実施医療機関

問�健康増進課健康支援担当内 270～273

歯周疾患予防検診
の変更 初心者弓道教室

弓道に興味のある初心者の人に体験して
もらうための教室です。
▶�日時：5/4 ㈯・5㈰・11㈯・18㈯
　6/1 ㈯・2㈰・8㈯・15㈯・22㈯　
　6/23 ㈰　全て 14:00 ～ 16:00
▶場所：三芳町弓道場
▶対象：中学生以上（在住・在勤者優先）
▶料金：2,500 円（傷害保険等）
▶定員：20人
▶�申込み：4/21 ㈰までに総合体育館に
申し込み。☎ 258-0311

問�MIYOSHI オリンピアード推進課
　文化・スポーツ担当内 432
　三芳町弓道連盟�亀井☎090-9322-4868
　加藤☎090-8512-1042

 ・妊婦歯科検診（妊婦向け）

パソコン
なんでも相談室

パソコンをこれから買いたい、使いこな
せない、もっと楽に使いたい人のための
相談室です。期間中であれば随時相談で
きます。
▶日程：4/8 ㈪ 22㈪ 5/20 ㈪ 27㈪
　6/10 ㈪ 24㈪ 10:00 ～ 12:00
▶場所：竹間沢公民館学習室
▶定員：15人
▶申込み：下記に電話で予約
問�竹間沢公民館☎ 259-8311

第 2 回三芳町議会定例会において議会
の同意を得て、4月 1 日付けで公平委
員が任命されました。
○公平委員…池上謙氏
問�政策推進室政策推進担当内 423

公平委員会委員の選任

介護が必要な状態を予防するためには、
元気な時からの取り組みが重要です。フ
レイル予防のための基本的な知識を学び
ます。運動、栄養、口腔を学ぶ講座です。
▶�日時：4/16 ㈫・25㈭・5/14 ㈫・
23㈭��10:00 ～ 11:30��※全 4回

▶�場所：藤久保公民館ホール
▶対象：65歳以上　▶定員：40名程度
▶申込み：下記に電話・窓口で申し込み。
問��地域包括支援センター内 188・189

65 歳から始める
フレイル予防講座

 ・共通項目

医療機関名 電話番号
清水歯科医院 258-7475
三芳歯科医院 258-5200
大進歯科医院 259-1138
はばら歯科 258-7615

ユナイトみよし歯科 274-5418
井上歯科医院 274-1977
うららか歯科 293-4811

おがた歯科小児歯科医院 258-2205

県内企業が多数参加予定。採
用担当者と直接話してみま
しょう。予約不要、入退場自由、

求人企業情報を来場者全員に配布します。
※参加企業名は協議会ウェブサイトで。
▶ 日時：4/17 ㈬�13:00 ～ 16:00
　（受付 12:00 ～ 15:30）
▶ 場所：大宮ソニックシティビル 4F市
民ホール

▶�対象：2020年 3月大学・短大・専門
学校卒業見込の人、3年以内の既卒の人
▶�持ち物：履歴書（既卒の人）
問�埼玉県雇用対策協議会☎048-647-4185

求人企業合同面接会

1962年（昭和37年）4月2日～1979
年（昭和54年）4月1日生まれの男性を
対象に、平成31年 4月から3年間、風
しんの追加的対策を実施します。
▶平成 31 年度のクーポン券対象者
1972年（昭和47年）4月2日～1979
年（昭和54年）4月1日生まれの男性
▶検査方法：町からクーポン券を 5月上
旬頃に送付しますので、事業所健診等で
抗体検査を受けてください。
※追加的対策対象者のうち、上記以外で
検査を希望する場合は下記へ問い合わせ。
問�健康増進課健康支援担当内 270～273

風しん抗体検査

中央公民館のドラムを使用する人は、必
ず講習を受けてください。ドラムの組み
立て、チューニング、叩き方を学びます。
▶日時：4/17 ㈬ 18:30 ～ 20:30
▶�場所：中央公民館ホール
▶講師：阿部拓也氏
▶�対象：町内在住の人
▶�定員：5人（定員を超えた場合抽選。達
しない場合、小学生や町外の人も可能）
▶持ち物：ドラムのスティック（ある人）
▶�申込み：4/12 ㈮までに下記に電話・
FAXで申し込み。

問��中央公民館☎258-0050�FAX258-1833

ドラム使用のための
講習会

手話サロン

手話は日本語や英語と同じように、聴覚
障がい者の言語です。聴覚障がい者と交
流し、お茶を飲みながら手話を学んでみ
ませんか。
▶�日 時：2019 年 4 月～ 2020 年 3 月
の毎月第4火曜。12月のみ第3火曜。
13:30～ 15:00
▶ 場所：藤久保公民館学習室
▶申込み：直接会場にお越しください。
問�福祉課福祉支援担当内 175

平成 29年 4月で設立 40周年を迎えま
した。ボランティアに興味のある人、誰
かのために活動してみたい人など、一緒
に活動する団員を募集します。たくさん
の仲間づくりができます。年齢、性別不
問。
▶�活動内容：裁縫ボランティア活動（毎
週金曜）、福祉施設での介助ボランティ
ア、町のイベント参加等

問�赤十字奉仕団委員長�瀧澤☎258-0692

団員募集
三芳町赤十字奉仕団あいサポーター研修

障がいとは何かを一緒に考えてみません
か。1時間半の簡単な研修です。
▶�日時：①4/18㈭② 5/25㈯③ 6/6㈭
9:00～ 12:00
▶ 場所：①藤久保公民館学習室②三芳町
総合体育館小会議室 2③三芳町役場
303会議室

▶申込み：直接会場にお越しください。
問�福祉課福祉支援担当内 175
　富士見市社会福祉協議会☎254-0747

#7119 または 048-824-4199 にお電話ください。

相談員や看護師が、急な病気やけがの相談に対応しています。
※�町・埼玉県・東入間医師会のホームページでも、10連休中の実施医療機関を確認できます。
※�今月号の P15「休日・夜間・小児時間外診療所」のページもご参考ください。

※10連休中以外も利用できます。

4/27 ㈯～ 5/6 ㈪の 10連休中の医療機関

急な病気やけがで　▶今行ける医療機関を知りたいとき　▶受診した方がよいか迷うとき
問�健康増進課健康支援担当　内線 270～ 273

観光情報発信中！

三芳町観光サイト


